
   

 

平成19年３月期     個別中間財務諸表の概要      平成18年11月21日 

上 場 会 社 名 株式会社 丸  誠               上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 2434                      本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.marusei.co.jp） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  西村 隆 
問い合わせ先 責任者役職名  取締役管理本部長 

        氏    名  黒沢 俊明         ＴＥＬ（03）3357－4545    

決算取締役会開催日  平成18年11月21日     配当支払開始日  平成―年―月―日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100株） 

 

１． 18年９月中間期の業績(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 
(1) 経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

5,215（0.4） 
5,192（2.6） 

219（ △1.0） 
222（△21.2） 

       236（  1.4） 
232（△19.3） 

18年３月期 10,331             471 497 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

120（△18.1） 
147（ 13.4） 

21.81  
26.63  

18年３月期        240 43.44  

 
 
 

 (注)①期中平均株式数 18年９月中間期 5,540,000株  17年９月中間期 5,540,000株  18年３月期 5,540,000株 
    ②会計処理の方法の変更   無 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

6,203  
6,052  

4,150  
4,065  

66.9  
67.2  

749.19  
733.93  

18年３月期 6,039  4,135  68.5  746.55  
 (注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 5,540,000株  17年９月中間期 5,540,000株  18年３月期 5,540,000株 
   ②期末自己株式数  18年９月中間期   － 株 17年９月中間期    － 株 18年３月期   －  株 
 
２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 10,320  521  302  

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) 54円 62銭 
 
３．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

  中間期末   期末  年間 

18年３月期    ―     18.00   18.00 

19年３月期（実績）    ―   ―  

19年３月期（予想）    ―   23.00  
23.00 

 
 

（注）19年３月期末配当金の内訳 普通配当 18円 00銭  記念配当 5円 00銭 

 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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６．中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  2,873,184   2,101,164   3,560,935   

２ 受取手形 ※４ 71,405   104,617   50,237   

３ 売掛金  1,145,160   1,225,899   1,166,102   

４ 有価証券  ―   799,168   ―   

５ たな卸資産  3,365   25,087   5,314   

６ 繰延税金資産  154,444   151,199   146,937   

７ その他  73,509   61,063   68,706   

貸倒引当金  △8,468   △13,757   △11,449   

流動資産合計   4,312,603 71.3  4,454,442 71.8  4,986,784 82.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 土地  231,158   231,158   231,158   

(2) その他 ※１ 144,875   161,291   148,416   

計  376,034   392,450   379,575   

２ 無形固定資産  91,392   64,056   76,988   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  177,690   804,696   121,052   

(2) 関係会社株式  644,656   ―   119,704   

(3) 繰延税金資産  160,916   155,786   142,654   

(4) その他 ※２ 324,843   332,916   212,490   

貸倒引当金  △35,607   △742   ―   

計  1,272,499   1,292,656   595,900   

固定資産合計   1,739,926 28.7  1,749,163 28.2  1,052,464 17.4 

資産合計   6,052,529 100.0  6,203,605 100.0  6,039,249 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形  584,340   621,273   476,395   

２ 買掛金  376,257   377,364   449,630   

３ 未払法人税等  129,930   132,856   85,085   

４ 未払費用  133,368   118,057   136,667   

５ 賞与引当金  306,003   294,502   294,164   

６ その他 ※３ 86,550   134,609   92,298   

流動負債合計   1,616,451 26.7  1,678,665 27.1  1,534,240 25.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 退職給付引当金  324,312   326,159   321,493   

２ 役員退職慰労引当金  43,908   46,640   46,764   

３ その他  1,883   1,626   870   

固定負債合計   370,104 6.1  374,425 6.0  369,127 6.1 

負債合計   1,986,555 32.8  2,053,090 33.1  1,903,368 31.5 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   419,000 6.9  ― ―  419,000 6.9 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  232,000   ―   232,000   

資本剰余金合計   232,000 3.8  ― ―  232,000 3.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金  58,000   ―   58,000   

２ 任意積立金           

(1) 別途積立金  2,900,000   ―   2,900,000   

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 387,231   ―   480,342   

利益剰余金合計   3,345,231 55.3  ― ―  3,438,342 56.9 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  69,742 1.2  ― ―  46,538 0.8 

資本合計   4,065,974 67.2  ― ―  4,135,880 68.5 

負債及び資本合計   6,052,529 100.0  ― ―  6,039,249 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ― ―  419,000 6.8  ― ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   232,000   ―   

資本剰余金合計   ― ―  232,000 3.7  ― ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   58,000   ―   

(2) その他利益剰余金           

別途積立金  ―   3,100,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   301,459   ―   

利益剰余金合計   ― ―  3,459,459 55.8  ― ― 

株主資本合計   ― ―  4,110,459 66.3  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ―  40,055 0.6  ― ― 

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  40,055 0.6  ― ― 

純資産合計   ― ―  4,150,515 66.9  ― ― 

負債純資産合計   ― ―  6,203,605 100.0  ― ― 
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   5,192,486 100.0  5,215,608 100.0  10,331,644 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,417,165 85.1  4,445,316 85.2  8,785,056 85.0 

売上総利益   775,321 14.9  770,292 14.8  1,546,587 15.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   553,154 10.7  550,341 10.6  1,075,586 10.4 

営業利益   222,166 4.3  219,950 4.2  471,001 4.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  12,997 0.3  18,660 0.3  31,493 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  2,361 0.0  2,478 0.0  4,558 0.0 

経常利益   232,802 4.5  236,132 4.5  497,936 4.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  145,073 2.8  ― ―  197,292 1.9 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  92,300 1.8  ― ―  207,642 2.0 

税引前中間(当期) 
純利益 

  285,576 5.5  236,132 4.5  487,586 4.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

 118,500   121,605   185,710   

法人税等調整額  19,546 138,046 2.7 △6,310 115,295 2.2 61,235 246,945 2.4 

中間(当期)純利益   147,529 2.8  120,836 2.3  240,640 2.3 

前期繰越利益   239,702   ―   239,702  

中間(当期)未処分 
利益 

  387,231   ―   480,342  
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
項目 

資本金 
資本準備金 

資本剰余金 

合計 
利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
419,000 232,000 232,000 58,000 2,900,000 480,342 3,438,342 4,089,342 

中間会計期間中の変動額         

 別途積立金の積立て（注）     200,000 △200,000 ― ― 

 剰余金の配当（注）      △99,720 △99,720 △99,720 

 中間純利益      120,836 120,836 120,836 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

        

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
― ― ― ― 200,000 △178,883 21,116 21,116 

平成18年９月30日残高 

(千円) 
419,000 232,000 232,000 58,000 3,100,000 301,459 3,459,459 4,110,459 

 

評価・換算差額等 

項目 その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
46,538 46,538 4,135,880 

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立て（注）   ― 

 剰余金の配当（注）   △99,720 

 中間純利益   120,836 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
△6,482 △6,482 △6,482 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△6,482 △6,482 14,634 

平成18年９月30日残高 

(千円) 
40,055 40,055 4,150,515 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 
  ① 

───── 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 
  ① 満期保有目的の債券 

     償却原価法(定額法) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 
  ① 

───── 

② 子会社株式及び関連会社株

式 

 移動平均法による原価法を

採用しております。 

② 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

② 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)を採用して

おります。 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用し

ております。 

③ その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)を採用して

おります。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 

① 未成工事支出金 

 個別法による原価法を採用

しております。 

(2) たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

(2) たな卸資産 

① 未成工事支出金 

同左 

② 貯蔵品 

 最終仕入原価法を採用して

おります。 

② 貯蔵品 

同左 

② 貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ７～50年

車輌運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～15年
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ７～50年

工具器具備品 ３～15年

 
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については定額法を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ７～50年

車輌運搬具 ２～５年

工具器具備品 ３～15年
 

(2) 無形固定資産 

 ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

(3) 長期前払費用 

 均等償却によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当事業年度

負担額を計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支出に備え

るため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)による定

額法により、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理をしてお

ります。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職金の支出に備え

るため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

 過去勤務債務については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により費用処理し

ております。 

 数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)による定

額法により、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理をしてお

ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。 

４ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

 これにより、税引前中間純利益が

92,300千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額につきまし

ては、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該資産の金額から直接控

除しております。 

 

 

───── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年

８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。 

 これにより、特別損失として減損

損失92,300千円計上しております

が、当該資産を当事業年度中に売却

した為、税引前当期純利益に与える

影響はありません。 

 

 

───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は4,150,515千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 

───── 
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表示方法の変更 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前中間期まで、投資その他の資

産の「投資有価証券」に含めて表示しておりましたが、

当中間期末において㈱住環境ジャパン株式（280,350

株、554,352千円）を取得し、金額的な重要性が増した

ため区分掲記しました。 

 なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は

90,304千円であります。 

 

（中間貸借対照表） 

 前中間期まで区分掲記していた「関係会社株式」（当

中間期末の残高は119,704千円）は当中間期末におい

て、資産の総額の100分の５以下となったので、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示することとしまし

た。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

338,969千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

348,188千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

334,797千円 

※２ 投資その他の資産の減価償却

累計額 

61,762千円 

※２ 

 

───── 

※２ 

 

───── 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

 

※４ 

 

───── 

 

※３ 消費税等の取扱い 

同左 

 

 

 

 

※４ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。 

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間会計期間末日満期

手形が中間会計期間末残高に含

まれております。 

   受取手形  4,700千円 

 

※３ 

───── 

 

 

 

 

※４ 

 

───── 
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(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 2,752千円

不動産賃貸収入 3,438千円
団体保険 
取扱手数料 

1,686千円

保険解約返戻金 2,987千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 456千円
受取事務手数料 3,067千円

保険解約返戻金 9,093千円

保険満期返戻金 3,011千円
ロイヤリティ収
入 

2,144千円
 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取配当金 5,769千円

不動産賃貸収入 6,415千円
団体保険 
取扱手数料 

3,283千円

ロイヤリティ収
入 

4,120千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 688千円

不動産賃貸費用 1,364千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 757千円
貸倒引当金繰入 
額 

709千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 1,408千円

不動産賃貸費用 2,482千円
 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

140,204千円
 

※３  

───── 

 

※３ 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

185,535千円
 

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 92,300千円
 

※４  

───── 

 

※４  

───── 

 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において当社
は、以下の資産グループについて
減損損失を計上しました。 

用途 賃貸用不動産 

種類 投資不動産 

場所 東京都板橋区 

金額 92,300千円 

（経緯）当該賃貸用不動産につき
ましては、取得時からの市場価
額の著しい下落により、当該資
産グループの帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（92,300千円）とし
て特別損失に計上しました。そ
の内訳は土地92,300千円であり
ます。 

  なお、当該資産グループの回
収可能価額は、不動産鑑定評価
基準に基づく鑑定評価額を使用
しております。 

（グルーピングの方法）当社では
減損会計の適用にあたり、継続
的に収支の把握、投資等の意思
決定及びキャッシュ・フローを
生み出す最小の単位である事業
部を、他に賃貸している不動産
につきましては、賃貸用不動産
ごとに、本社資産、従業員厚生
施設及び研修施設等につきまし
ては、独立したキャッシュ・フ
ローを生み出さないことから共
用資産としてグルーピングをし
ております。 

 

※５  

 

───── 

 

※５ 減損損失 

当事業年度において当社は、以
下の資産グループについて減損損
失を計上しました。 

用途 賃貸用不動産 

種類 投資不動産 

場所 東京都板橋区 

金額 92,300千円 

（経緯）当該賃貸用不動産につき
ましては、取得時からの市場価
額の著しい下落により、当該資
産グループの帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額
を減損損失（92,300千円）とし
て特別損失に計上しました。そ
の内訳は土地92,300千円であり
ます。 
  なお、当該資産グループの回
収可能価額は、不動産鑑定評価
基準に基づく鑑定評価額を使用
しております。 
（グルーピングの方法）当社では
減損会計の適用にあたり、継続
的に収支の把握、投資等の意思
決定及びキャッシュ・フローを
生み出す最小の単位である事業
部を、他に賃貸している不動産
につきましては、賃貸用不動産
ごとに、本社資産、従業員厚生
施設及び研修施設等につきまし
ては、独立したキャッシュ・フ
ローを生み出さないことから共
用資産としてグルーピングをし
ております。 

 
６ 減価償却実施額 

有形固定資産 12,609千円

無形固定資産 14,756千円

投資不動産 1,099千円
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,270千円

無形固定資産 14,981千円
 

６ 減価償却実施額 

有形固定資産 27,566千円

無形固定資産 29,586千円

投資不動産 2,119千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 
 
     該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

（借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

その他(有形 
固定資産) 

20,621 10,555 10,066 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

その他(有形 
固定資産) 

9,086 1,821 7,264 

  

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額 
相当額 
 

(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

 
期末残高 
相当額 
 

(千円) 
その他(有形 
固定資産) 

5,878 1,145 4,732 

  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 3,340千円

１年超 7,484千円

合計 10,824千円
  

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 2,173千円

１年超 6,197千円

合計 8,371千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,027千円

１年超 3,786千円

合計 4,813千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 2,112千円

減価償却費相当額 2,001千円

支払利息相当額 142千円
  

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 848千円

減価償却費相当額 676千円

支払利息相当額 63千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,424千円

減価償却費相当額 1,057千円

支払利息相当額 133千円
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 
 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。 

利息相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

同左 

２ 

 

――――――― 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

   未経過リース料 
 

１年以内    1,617千円 

１年超     2,414千円 

合計      4,031千円 

２ オペレーティング・リース取引 

（借主側） 

   未経過リース料 
 

１年以内    2,048千円 

１年超     3,063千円 

合計      5,111千円 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。 

（減損損失について） 

       同左 

（減損損失について） 

       同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 

――――――― 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

――――――― 

 

 

 

 

 




